
先進医療実施施設一覧：東京都                 2019 年 8 月 20 日現在 

●先進医療登録システムに登録し、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧(※)」に掲載されている施
設情報を掲載しています。情報更新のタイミングにより、双方の情報が異なる場合がありますのでご注意ください。 

 ※先進医療を実施している医療機関の一覧：http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html 
●掲載されている実施施設につきまして、その診療内容を当学会が保証するものではありません。 

公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会 

施設名 郵便番号 住所 電話番号 

東京歯科大学水道橋病院 〒101-0061 千代田区神田三崎町2丁目9-18 03-5275-1856 

医療法人社団 創樹会 大木眼科 〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目17-1 03-3971-2598 

慶應義塾大学病院 〒160-8582 新宿区信濃町35番地 03-3353-1211 

医療法人社団 達洋会 杉田眼科 〒125-0041 葛飾区東金町3丁目19-1 03-5660-1611 

医療法人社団 済安堂 井上眼科病院 〒101-0062 千代田区神田駿河台4-3 03-3295-0911 

二本松眼科病院 〒132-0035 江戸川区平井4丁目10-7 03-3681-1257 

医療法人社団 誠雪会 等々力眼科 〒158-0082 世田谷区等々力3丁目10-12 03-3701-2025 

吉野眼科クリニック 〒110-0005 台東区上野1丁目20-10 
風月堂本社ビル6階 03-3839-5092 

三田眼科クリニック 〒193-0833 八王子市めじろ台2丁目18-17 042-629-1301 

社会福祉法人 三井記念病院 〒101-8643 千代田区神田和泉町1番地 03-3862-9111 

たなし中村眼科クリニック 〒188-0011 西東京市田無町3丁目1-13  
ラベルドゥーレ田無102 042-461-8435 

東京慈恵会医科大学附属病院 〒105-8471 港区西新橋 3丁目19-18 03-3433-1111 

医療法人 泰晴会 あおば眼科クリニック 〒121-0816 足立区梅島1丁目4-3 03-5845-8020 

医療法人社団 瞳好会  
京王八王子松本眼科 〒192-0046 八王子市明神町4丁目6-2山口ビル2F 042-644-5212 

日本医科大学付属病院 〒113-8602 文京区千駄木1丁目1-5 03-3822-2131 

医療法人社団 スモールサクセス  
こなり眼科 〒194-0021 町田市中町1丁目17-3三ノ輪ビル2F 042-720-9572 

清水眼科 〒180-0022 武蔵野市境 2丁目14-1スイング3F 0422-55-8377 

医療法人社団 星英会  
眼科スターアイクリニック 〒107-0052 港区赤坂2丁目11-15第二堀内ビル4F 03-3505-9981 

医療法人社団 南 南眼科 〒190-0012 立川市曙町2丁目13-3立川三菱ビル5F 042-525-4981 

聖路加国際病院 〒104-8560 中央区明石町9-2 03-3541-5151 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 〒113-8421 文京区本郷2丁目1-1 03-5802-1228 

医療法人社団 調布眼科医院 〒182-0024 調布市布田3丁目5-1 042-486-1010 

医療法人社団 馨風会 徳島診療所 〒189-0024 東村山市富士見町1-2-14 042-391-2525 
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 

杏林大学医学部付属病院 〒181-8611 三鷹市新川6丁目20-2 0422-47-5511 

医療法人社団 南青山アイクリニック 〒107-0061 港区北青山3丁目3-11ルネ青山4階 03-5772-1451 

博慈会記念総合病院 〒123-0864 足立区鹿浜5丁目11-1 03-3899-1311 

医療法人社団 祥正会 高砂眼科 〒125-0054 葛飾区高砂5丁目40-12 03-5660-1010 

酒井眼科  〒203-0053 東久留米市本町3丁目12-2  
ユアコート東久留米1F 042-472-7002 

医療法人社団 信和会 阿佐ヶ谷眼科 〒166-0004 杉並区阿佐谷南1丁目11-1  
ニューアド社ビル101 03-5306-1781 

武蔵野タワーズゆかり眼科 〒180-0006 武蔵野市中町1丁目12-10  
スカイゲートタワー5階 0422-56-8511 

永本アイクリニック 〒180-0023 武蔵野市境南町2丁目10-21 新倉ビル2階 0422-39-1622 

医療法人社団 時春会  
えぎ眼科クリニック 〒182-0006 調布市西つつじケ丘3-30-6  042-486-6286 

桜新町せきぐち眼科 〒150-0015 世田谷区桜新町2-9-6 2F 03-3420-3322 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 〒105-8470 港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111 

地方独立行政法人  
東京都健康長寿医療センター 〒173-0015 板橋区栄町35-2 03-3964-1141 

医療法人社団 慶緑会 あまきクリニック 〒105-0004 港区新橋2丁目19-10新橋マリンビル3階 03-6215-8880 

医療法人社団 実直会  
冨田実アイクリニック銀座 〒104-0061 中央区銀座4-12-19日章興産ビル 4階 03-6228-4200 

眼科 松原クリニック 〒171-0022 豊島区南池袋2-26-6島倉ビル7F 03-5391-4146 

帝京大学医学部附属病院 〒173-8605 板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211 

医療法人社団インフィニティメディカル 
近藤眼科 〒192-0081 八王子市横山町22-3 

メディカルタワー八王子 042-622-8188 

深作眼科 六本木院 〒106-0032 港区六本木7-8-9 03-5786-1886 

白山ながみね眼科 〒112-0001 文京区白山5-36-9 白山麻の実ビル5階 03-5842-2232 

医療法人社団翔風会 町田ながほり眼科 〒194-0013 町田市原町田4-2-2 
メディカルスペース町田５F 042-724-1888 

おおはら眼科 〒124-0022 葛飾区奥戸3-22-9 
奥戸メディカルモール2F 03-5672-4146 

アイケアクリニック銀座院 〒104-0061 中央区銀座4-2-1 銀座教会堂ビル7階 03-5524-6003 

医療法人社団 積徳杜  
狛江眼科クリニック 〒201-0012 狛江市中和泉1-1-1狛江ＹＳビル 4階 03-5761-9340 
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 

医療法人社団 柿木会 馬詰眼科 〒197-0023 福生市志茂224-1 042-553-9521 

医療法人社団 秋山眼科医院 〒114-0023 北区滝野川3-4-14 03-3915-5210 

東京医科歯科大学医学部附属病院 〒113-0034 文京区湯島1-5-45 03-5803-5302 

医療法人社団公愛会 冲永眼科クリニック 〒174-0053 板橋区清水町1-3 03-3962-0929 

医療法人社団 アイウェル  
くみこ恋ヶ窪眼科 〒185-0014 国分寺市東恋ケ窪6-2-7 042-300-0488 

医療法人社団 おはらざわ眼科 〒114-0023 北区滝野川6-14-9  
東京先端医療モールビル201 03-6903-7285 

医療法人社団 幸星会  
日本橋白内障クリニック 〒103-0022 中央区日本橋室町2丁目4-1  

浮世小路千疋屋ビル3F 03-5542-1446 

新宿近視クリニック新宿院 〒160-0021 新宿区歌舞伎町2-46-3  
西武新宿駅前ビル7階  050-5865-5190 

神戸神奈川アイクリニック新宿院 〒163-1335 新宿区西新宿6-5-1 
新宿アイランドタワー35階 03-5321-5651 

高井戸駅前眼科 〒168-0071 杉並区高井戸西1-27-20築山ビル2Ｆ 03-5336-8626 

医療法人社団 健鳳会  
アイクリニック神楽坂 〒162-0805 新宿区矢来町115-305 

東海神楽坂マンション  03-3235-4146 

医療法人社団ひいらぎ会 若葉台眼科 〒206-0824 稲城市若葉台2-4-4若葉台駅前KMビル3F 042-350-8077 

秋葉原アイクリニック 〒110-0016 台東区台東1-3-5 
反町商事ビルディング4階 03-5846-3500 

医療法人社団 博陽会 おおつき眼科 〒136-0071 江東区亀戸5-3-2サンタモニカ亀戸2F  03-6807-0638 

医療法人社団 翔友会 
品川近視クリニック 東京院 〒100-0006 千代田区有楽町2-7-1有楽町イトシア13階 03-5221-8137 

医療法人社団 史光会  
東中野とみどころ眼科 〒164-0003 中野区東中野5-1-1ユニゾンモール3階 03-5937-5755 

武蔵小金井さくら眼科 〒184-0004 小金井市本町1-18-3  
ユニーブル武蔵小金井スイートB101 042-383-0077 

医療法人社団 慶翔会  
両国眼科クリニック 〒130-0026 墨田区両国4-33-12-1F 03-5600-6886 

医療法人財団 順和会 山王病院 〒107-0052 港区赤坂8-10-16 03-3402-3151 

医療法人社団 大英会  
浜田山ふじわら眼科 〒168-0065 杉並区浜田山4-16-4-123 

ライオンズ浜田山セントマークス 1階 03-5929-9100 

日本医科大学多摩永山病院 〒206-8512 多摩市永山1-7-1 042-371-2111 

東京逓信病院 〒102-8798 千代田区富士見2-14-23 03-5214-7111 

だんのうえ眼科 熊野前院 〒116-0012 荒川区東尾久3-31-9 
グランエスポワール2F 03-5901-1300 
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 

東海大学医学部付属八王子病院 〒192-0032 八王子市石川町1838 042-639-1111 

医療法人社団 慧眼会 はるやま眼科 〒154-0004 世田谷区太子堂4-23-12井上ビル5F 03-6453-2823 

大沢眼科内科 〒170-0013 豊島区東池袋3-1-1 
サンシャイン60ビル7階 03-3988-3333 

医療法人社団 知泉会  
鴨下眼科クリニック 〒106-0032 港区六本木7-15-14塩業ビル4F 03-3402-6660 

医療法人社団MEC 諸星眼科クリニック 〒167-0042 杉並区西荻北3-32-12 
西荻クリニックファーム1F 03-5311-9020 

メル眼科クリニック 〒188-0011 西東京市田無町2ー11ー7 
オークビル田無1F 042-460-3636 

南葛金町眼科 〒125-0042 東京都葛飾区金町6-4-3  
金町メディカルモール402 03-3600-1711 

保谷伊藤眼科 〒202-0003 西東京市北町1-6-1 
レッツビルディング３F 042-439-8123 

医療法人 美昭会 たけなか眼科 〒125-0061 葛飾区亀有5-20-11 Y・Sビルド 1階 03-5613-1235 

かきのき眼科 〒142-0062 品川区小山6-3-9  
ウエストヴィレッジビルディング 4階 03-6426-4639 

茗荷谷かさい眼科 〒112-0006 文京区小日向4-6-12 
茗荷谷駅MFビル２階 03-6912-2844 

大森ふるや眼科クリニック 〒143-0024 大田区中央3-15-16 3F 03-6809-9527 

望月眼科 〒130-0012 墨田区太平4-1-2 オリナスモール４F 03-5608-0061 

医療法人社団 もりもと眼科  〒154-0023 世田谷区若林4-21-15 
みなとビルヂング２階 03-5779-1177 

医療法人社団秀清会  
清瀬ささき眼科クリニック  〒204-0022 清瀬市松山1-2-23 

セントラルプラザ清瀬3階 042-497-8522 

出川眼科  〒206-0802 稲城市東長沼800-1 042-401-5624 

医療法人社団 オークベル スガモト眼科  〒190-0004 立川市柏町２-16-4 042-535-3338 

医療法人社団 真悠会  
北あやせよつば眼科  〒120-0001 足立区大谷田4-7-17 03-5888-5525 

医療法人社団 緑眞会  
世田谷下田総合病院  〒157-0062 世田谷区南烏山4-9-23  03-3308-5221 

公益財団法人 東京都保険医療公社  
大久保病院  〒160-8488 新宿区歌舞伎町2-44-1  03-5273-7711 

医療法人 視心会 清瀬えのき眼科 〒204-0011 清瀬市下清戸5-858-2 JKビルディング 042-491-7766 

さわだ眼科クリニック 〒174-0046 板橋区蓮根2-31-3 03-3558-9667 

とねり眼科 〒121-0831 足立区舎人1-11-10  
クリニックステーション舎人１F 03-3855-7077 
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医療法人社団 ひいらぎ会  
世田谷さくら眼科 〒156-0053 世田谷区桜3-2-17 

DS桜ビル3階C-2  042-350-8077 

島田眼科 〒142-0062 品川区小山3-27-1 
武蔵小山駅ビル2F 03-5749-3800 

昭和大学病院附属東病院 〒142-8555 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8553 

医療法人社団 星光会 梅ヶ丘ひかり眼科 〒154-0022 世田谷区梅丘1-32-2 03-5799-6601 

高円寺北眼科クリニック 〒166-0002 杉並区高円寺北2-2-1 
巳善ビル2階 03-5327-8212 

大森町眼科クリニック 〒143-0015 大田区大森西3-20-8 2階 03-6423-0262 

石神井台アイクリニック 〒177-0045 練馬区石神井台4-7-3 
石神井台クリニックモール4階 03-6279-7066 

東京女子医科大学東医療センター 〒116-8567 荒川区西尾久2-1-10 03-3810-1111 

木村眼科 〒206-0014 多摩市乞田1426 042-400-0860 

医療法人社団 済安堂  
西葛西・井上眼科病院 〒134-0088 江戸川区西葛西3-12-14 03-5605-2100 

医療法人社団 藤光会  
下丸子眼科クリニック 〒146-0092 大田区下丸子1-6-24 

グランドステラ下丸子1階 03-5741-2400 

武蔵野眼科 〒180-0006 武蔵野市中町1-24-15 
メディパーク中町4階 0422-52-3344 

医療法人社団 同愛会病院 〒132-0031 江戸川区松島1-42-21 03-3654-3311 

みずほ眼科 〒124-0012 葛飾区立石1-15-5みずほメディカルモール 03-5654-7086 

東京医科大学病院 〒160-0023 新宿区西新宿6-7-1 03-5339-3759 

大井町なかじま眼科・内科 〒140-0014 品川区大井2-1-1 
メディカルセンター1階 03-3785-1255 

東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 〒206-0036 多摩市中沢2-1-2 042-338-5111 

医療法人社団 優睛会 佐村眼科 〒186-0002 国立市東1-8-6 042-580-0111 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html

